PRESS RELEASE
【報道関係各位】

2019年8月30日

子どもを取り巻く環境の向上につながる、令和時代の新たな視点や優れた取り組み

「第13回キッズデザイン賞」受賞作品263点を発表！
～各大臣賞などの優秀作品は9月25日(水)発表予定！～

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会*は、8月23日(金)に子どもの安全・安心と健やかな成長発達に役
立つ優れた製品・空間・サービス・研究活動などを顕彰する「第13回キッズデザイン賞」の受賞作品263点を、発表
しました。
2007年のキッズデザイン協議会の創設以来、「すべての子どもは社会の宝であり、私たちの未来そのものです。」を
基本方針に掲げ活動を継続してきました。今回も全国の企業だけでなく、自治体や教育機関・NPOなど様々な団
体から応募いただき、累計で応募数は4,986点、受賞数は2,968 点となりました。
今回は保育・教育関係の施設や、保育従事者の負荷軽減につながる製品やサービスの応募が増加傾向にあり、
また、暮らしや働き方が多様化する中で、個々の生活に合った新たな視点のサービスや、防災対策に関する応募が
多数みられました。

*キッズデザイン協議会 東京都港区虎ノ門

会長：山本 正已（富士通株式会社 取締役シニアアドバイザー）

「第13回キッズデザイン賞」トピックス

◆保育園・幼稚園・こども園の応募が引き続き増加
保育・教育関連の施設の応募が増える中、地域との関わり方や立地の特性を生かした提案が多数ありました。また、保育従事
者の人材不足が社会課題になっていますが、保育の運営面をサポートする提案や事業者向けのICTサービスの応募も増加傾向
にあり、子どもや子育てに関わる社会課題解決に取り組む優れた事例が出てきています。

◆すべての子どもが健やかに育つ社会の実現につながる製品やサービス
子育て環境や家族のあり方が多様化する中で、妊娠・子育てをサポートするサービスやアプリ、積極的に男性の家事・育児参加
を促す製品や働き方の提案、SDGｓ「誰一人として取り残さない」につながる、子どもとその家族をサポートする製品やサービスの
応募が、目立ってきました。すべての子どもが健やかに育つ社会の実現に向け、こうした視点の製品やサービスが一層増えることが
期待されます。

◆昨今の防災意識の高まりを反映した多様な応募
昨今、日本では地震や台風、集中豪雨などの自然災害が多発しており、各地で甚大な被害が続いています。
企業だけでなく一人ひとりの防災意識が高まっていることから、今回は災害への事前の備えから、災害発生時の対応、発生後の
避難所生活、そして災害地域の未来を考えた商品、取り組みに至るまで、多様な応募がありました。
第12回キッズデザイン賞表彰式

第12回受賞者と受賞作品展示

◆最優秀賞などの発表・表彰式 ※詳細後日発表
日程：9月25日(水) 場所：六本木アカデミーヒルズ
本日の受賞作品の中から、最優秀賞「内閣総理大臣賞」
など優秀作品を発表、表彰式を行います。
取材のご案内等詳細につきましては、後日発表いたします。
※これまでの受賞作品をWebでご覧いただけます。 URL： http://www.kidsdesignaward.jp/search
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「第13回キッズデザイン賞」実施概要
【主

催】 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

【後

援】 経済産業省、内閣府、消費者庁

【概

要】 キッズデザイン賞は、子どもや子どもの産み育てに配慮したすべての製品・空間・
サービス・活動・研究を対象とする顕彰制度です。
キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊
かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・空
間・サービス・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくこと
を目的に創設されました。
子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、
子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象となります。
キッズデザイン賞を受賞した作品には「キッズデザインマーク」をつけることが認め
られ、販売促進活動や広報活動などで、その成果を広く社会にアピールすることがで
きます。 ※キッズデザイン賞での｢子ども｣の対象は、０～１５歳までを指します。

【募集期間】

2019年3月1日(金) ～ 5月10日(金)

【応募方法】

キッズデザイン賞Webサイト＜https://kidsdesignaward.jp/＞より受付

【受賞数】

受賞数 263点（応募数：437点）
応募者は、キッズデザインの 3つのデザインミッションから設けられた以下より応募部門を選択。

【部門】

《子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》

・・・ 76点

子どもの安全・安心に寄与する製品、建築・空間、サービス、活動、研究など。子ども向け、あるいは一
般向けの製品、建築・空間、サービス、活動、研究において、安心・安全に配慮されたもの。

《子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン》

・・・ 106点

子どもの創造性や感性に寄与する製品、建築・空間、サービス、活動、研究など。子どもの創造性・感性
の育成、多様な知識の習得や運動能力の向上に役立つもの。また、そこに新たな発想、工夫、手法がある
もの。

《子どもたちを産み育てやすいデザイン》

・・・ 81点

子どもや子育てに関わる人々に寄与する製品、建築・空間、サービス、活動、研究など。
妊娠・出産・子育てに関わる人が利用する製品、建築・空間、サービス、活動、研究において、
安全かつ楽しく育児に取り組める工夫がなされたもの。保育園、学校、自治体、地域などで利用されるも
のも含む。また、子育て期の男女が、育児や仕事、地域との交流などに積極的に参加するための新たな発
想、工夫、手法があるもの。
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■賞の構成
子どもたちの安全・安心に貢献する
デザイン
子ども
部門

一般
部門

子どもたちの創造性と未来を拓く
デザイン
クリエイティブ
部門

奨励賞

消費者育成
部門

内閣総理大臣賞

最優秀賞
優秀賞

リテラシー
部門

経済産業
大臣賞

経済産業
大臣賞

キッズデザイン協議会会長賞

経済産業
大臣賞

子どもたちを産み育てやすい
デザイン
個人・家庭
部門

地域・社会
部門

男女共同参画
部門

少子化対策担当
大臣賞

男女共同参画担当
大臣賞

※第7回（2013年）から

経済産業
大臣賞

消費者担当
大臣賞

少子化対策担当
大臣賞

キッズデザイン協議会会長賞

キッズデザイン協議会会長賞

審査委員長特別賞

審査委員長特別賞

審査委員長特別賞
特別賞

東京都知事賞
TEPIA特別賞
キッズデザイン賞（審査通過作品）

■「第13回キッズデザイン賞」審査委員

（令和元年7月24日現在）

審査委員長

益田 文和 (インダストリアルデザイナー／オープンハウス 代表取締役)

副審査委員長

赤池
無藤
持丸
山中

審査委員

赤松 佳珠子（建築家／CAtパートナー／法政大学 教授）
赤松 幹之 (産業技術総合研究所 自動車ヒューマンファクター研究センター 特命上席研究員)
五十嵐 久枝（インテリアデザイナー／武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科 教授）
大月 ヒロ子 (ミュージアム・エデュケーション・プランナー／イデア 代表)
岡﨑 章 (拓殖大学 教授／理工学総合研究所 所長）
定行 まり子 (日本女子大学 教授）
竹村 真一 (文化人類学者／京都造形芸術大学 教授／Earth Literacy Program 代表)
西田 佳史 (東京工業大学 工学院 機械系 教授)
橋田 規子 (プロダクトデザイナー／芝浦工業大学 教授)
水戸岡 鋭治 (デザイナー／ドーンデザイン研究所 代表)
宮城 俊作 (ランドスケープアーキテクト／設計組織PLACEMEDIA・パートナー 東京大学大学院 教授)
森本 千絵 (コミュニケーションディレクター／アートディレクター)
山中 敏正 (筑波大学大学院 人間総合科学研究科 副研究科長 感性認知脳科学専攻長／筑波大学 芸術系 教授）

【50音順】

学 (科学技術ジャーナリスト／ユニバーサルデザイン総合研究所 所長)
隆 (教育心理学者／白梅学園大学大学院 特任教授)
正明 (産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長)
龍宏 (小児科医／緑園こどもクリニック 院長)

審査委員紹介URL：https://kidsdesignaward.jp/examination/member.html

■キッズデザイン協議会とは
キッズデザイン協議会は、次世代を担う子どもたちの安全・安心の向上と、健やかな成長発達につながる社会環境の創出のために、さまざま
な企業・団体が業種を超えて集い合うNPOです。キッズデザインの理念を広く普及・啓発し、子ども目線での製品・コンテンツ開発が拡大し
ていくことを目的としています。

会員数113:

企業68 団体・個人18 自治体27 （2019年5月現在）

【報道関係者からのお問合せ先】
「第13回キッズデザイン賞」 広報事務局（カーツメディアワークス内） 澤田・田口・小石
TEL：03-6427-1627 FAX：03-6730-9713 E-mail：contact@kartz.co.jp
【企業様からのお問合せ先】
「第13回キッズデザイン賞」 事務局
TEL：03-5405-2142（平日10:00-17:00）E-mail： 2019kids@kidsdesign.jp
主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 TEL：03-5405-2141
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル７階
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FAX：03-5405-2143

第13回キッズデザイン賞 受賞作品一覧（株式会社などを除いた50音順）
No.

応募団体名

所在地

応募作品名

1

アートチャイルドケア株式会社

東京都

ACCの眠育～子どもたちの健やかな成長を支援する取り組み～

2

株式会社アイ工務店

大阪府

そとあそび発進基地

3

学校法人愛泉学園 ／ 株式会社SAIplus建築設計事務所

栃木県

認定こども園

4

アイデス株式会社

東京都

D-bike dax

5

有限会社アイワメディカルサービス

埼玉県

育父育母支援施設 パタニティ・マタニティハウス

6

株式会社赤ちゃん本舗

大阪府

10/10トツキトオカは赤ちゃんの日、赤ちゃんへの感謝の気持ちをあらわそう

7

株式会社赤ちゃん本舗

大阪府

ドレスオール

8

株式会社赤ちゃん本舗 ／ 株式会社リッチェル

大阪府

離乳食スタートからずっと使えるステップアップお食事セット

9

株式会社アキュラホーム

愛泉幼稚園

乳児・病児棟

肌着付

東京都

国産間伐材の木のストローAQURAS

10 学校法人明の星学園 ／ 清水建設株式会社

埼玉県

浦和明の星女子中学・高等学校

11 旭化成ホームズ株式会社

東京都

家族の成長に、変化できる賃貸住宅 「 free㎡（フリームス）」

12 株式会社アスコン

東京都

BABY&Me ヒップシートキャリア BELK

13 アトピヨ

千葉県

アトピー見える化アプリ - アトピヨ

14 株式会社アルコデザインスタジオ ／ 社会福祉法人山ゆり会

茨城県

まつやま百合ケ丘保育園

15 株式会社アンドロッジ

東京都

マフィス北参道

16 株式会社一条工務店

東京都

花粉ジェット

17 株式会社一条工務店

東京都

強化ガラス採用トリプル樹脂サッシ

18 株式会社一条工務店

東京都

こども住ま育ブック

19 有限会社一場木工所

広島県

Wood Refresher

20 有限会社一場木工所

広島県

こころんプール

21 有限会社一場木工所

広島県

もりのらぐ

22 学校法人岩手医科大学 ／ 株式会社日建設計 ／ 清水建設株式会社

岩手県

やはばなかよし保育園

23 株式会社ウィライツ

東京都

子ども向け施設におやつの献立を作成・商品を配送するサービス

24 株式会社ウィルコミュニケーションデザイン研究所

大阪府

KITTE OTTE

25 株式会社aircord ／ 日本航空株式会社

東京都

JAL STEAM SCHOOL PORTABLE

東京都

江古田の杜プロジェクト

27 株式会社エコパウダー

埼玉県

『エコボロン』シリーズ

28 江崎グリコ株式会社

大阪府

日本初！乳児用液体ミルク「アイクレオ赤ちゃんミルク」

29 ＳＣＳＫ株式会社 ／ 東京大学大学院情報学環

東京都

ＣＡＭＰファシリテーター研修（ステップアップ編）

30 株式会社オータケ

埼玉県

「心のバリアフリー」教材セット

26

江古田三丁目地区まちづくり協議会 ／ 積水ハウス株式会社 ／ 独立行政法人都市再生
機構 ／ 医療法人財団健貢会総合東京病院

31 株式会社オカムラ

カフェテリア棟

～みんなで考えよう支え合う社会～

32 おしごと体験広場

神奈川県 ロビーチェア L8K2
青森県

おしごと体験広場

33 小田急電鉄株式会社 ／ 株式会社小田急エージェンシー

キッズハローワーク実行委員会

東京都

小田急のキッズサイト「おだきゅうキッズ」

キッズハローワーク

34 株式会社小幡建設

愛知県

葵桧Rせいくらべ

35 一般社団法人親子健康手帳普及協会

東京都

20年をつづる母子健康手帳2019年度版

36 株式会社学研エデュケーショナル

東京都

小学校低学年のためのロボットプログラミング講座

37 株式会社学研エデュケーショナル

東京都

地域の子育てを応援！0歳から通える学研教室

38 株式会社学研ホールディングス

東京都

小学生白書シリーズ

39 株式会社ガッコム

東京都

不審者・治安情報サービス「ガッコム安全ナビ」

40 学校法人金沢幼稚園 ／ 株式会社アトリエ９建築研究所 ／ 株式会社ジャクエツ

東京都

幼保連携型認定こども園 金沢幼稚園

41 株式会社カラダノート

東京都

「ステップ離乳食」

42 キッズシーズ株式会社

東京都

ぬっておさかなAR

43 株式会社キッズスター

東京都

ごっこランド

44 株式会社Kids Public

東京都

産婦人科オンライン

45 株式会社キノアーキテクツ ／ 株式会社キッズコーポレーション

東京都

大空と大地のなーさりぃ 茗荷谷園

46 株式会社CAST JAPAN

東京都

LOGIBLOCS

47 株式会社キャリア・マム

東京都

コワーキングCoCoプレイスでの新しい働き方

48 株式会社キューベックス

東京都

AGRICATION

49 クツワ株式会社

大阪府

みてみて

50 株式会社グラント・イーワンズ

福井県

子どもを育む巣箱

51 株式会社クリエイト伸

愛媛県

きれいな空気標準仕様の家

52 株式会社クリエイト伸

愛媛県

職人プロデュース「しごとたいけん」

53 株式会社global bridge HOLDINGS

東京都

CCS+Pro×VEVO×VEVOのセンサー×れんらくノートの取り組み

54 学校法人桑沢学園 ／ 東京造形大学（岩瀬大地） ／ 桑沢デザイン研究所（本田圭吾）

東京都

スペダギトーキョープロジェクト

55 気仙沼市 ／ 株式会社岡田新一設計事務所

宮城県

気仙沼図書館・気仙沼児童センター

56 株式会社講談社

東京都

おしゃべりタッチペンつき！

57 社会福祉法人高知県福祉事業財団 ／ 株式会社ジャクエツ

高知県

三里保育園

58 コープデリ生活協同組合連合会 ／ 日本生活協同組合連合会

埼玉県

コープの食物アレルギー対応商品『7品目を使わない』シリーズ

59 コクヨ株式会社

大阪府

TAB MEE

茨城県

あいわ保育園

61 合同会社ことゆく社

静岡県

ことゆくラック

62 社会福祉法人コビーソシオ ／ ミサワホーム株式会社

千葉県

コビープリスクールよしかわみなみ

63 コンビ株式会社

東京都

AttO

64 コンビ株式会社

東京都

AttO専用

65 コンビ株式会社

東京都

LakuMug

66 コンビウィズ株式会社

東京都

Combi エンジェルＫシリーズ

67 コンビウィズ株式会社

東京都

Combi 横型おむつ交換台ＯＫ２１ＷＫ車いす対応

68 コンビウィズ株式会社

東京都

ベビー休憩室コンセプトブックVol.2

できたよボード
ときなる

にほんご

えいご

株式会社コシノテック ／ 株式会社石嶋設計室 ／ kplus ／ 株式会社テーテンス事務所
60

／ ぼんぼり光環境計画株式会社 ／ ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ株式会社 ／ 株式会社安西デ
ザインスタジオ ／ 株式会社コト葉ＬＡＢ. ／ 株式会社石島建設 ／ 株式会社高山煉瓦
建築デザイン
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しくみKids

0・1・2 Petit Pas

QuickRainCover

はじめてのずかん900

第13回キッズデザイン賞 受賞作品一覧（株式会社などを除いた50音順）
No.

応募団体名

所在地

応募作品名

69 株式会社彩華生活

東京都

ハローエンジェル

70 株式会社サクラクレパス

大阪府

さんかく

71

社会福祉法人さとり ／ 株式会社ネクスメディア ／ 山王建設株式会社 ／ 株式会社コア
建築設計工房

72 株式会社三栄建築設計

レインコート

クーピーペンシル

神奈川県 みなみすがお保育園
神奈川県 キッズハブ

73 三協立山株式会社

富山県

晴れもようｗｉｔｈ

74 サンヨーホームズ株式会社

大阪府

ライフスタイルクラシテ

75 特定非営利活動法人CMC

東京都

CMCプロジェクト

76 CKD株式会社 ／ 株式会社日建設計

愛知県

オハナ ナーサリースクール

77 静岡県

静岡県

マザーツリープロジェクトみんなうまれてきてくれてありがとう

静岡県

心臓マッサージ練習キット Dock-kun（ドックン）

小山町

78 公立大学法人

静岡文化芸術大学 ／ サカイ産業株式会社 ／ 学校法人東邦大学

ＫＩＤＳ

「ＩｏＴで見守る暮らし」

ＡＲＥＡ（チャレッジ保育園、児童発達支援ラポァレ、エイトピー

79 株式会社SHIFT

熊本県

80 Siblings合同会社

東京都

医師専門家×ママクリエイターによる性教育サイト「命育（めいいく）」

81 清水隆之建築設計事務所 ／ 社会福祉法人いと勢会

福井県

いと勢保育園

82 株式会社ジャクエツ

福井県

シンキング

83 株式会社ジャクエツ

福井県

Storyシリーズ

84 株式会社ジャクエツ

福井県

ハニカムジム

85 株式会社JAMMY

東京都

Rody

86 株式会社ジャムコン

福岡県

みるみる手帳

奈良県

小規模保育園にも充実の環境を

88 株式会社シンク

東京都

防災スポーツ

89 株式会社ズーム・ティー

東京都

ベッタ「絹のうぶぎ」

90 株式会社スペース

東京都

アローズジム&ラボ ららぽーと豊洲校

91 スマートシッター株式会社

東京都

スマートシッター

92 株式会社鷲見製材

岐阜県

Hidamari cafe

87

93

学校法人誠華学園

小規模保育園

志都美せいかナーサリー ／ インテリアデザイン

ファーム

学校法人誠華学園せいか幼稚園 ／ インテリアデザインファーム ／ 株式会社岩岸設計

ス）

奈良県

子どもたちの発達と活動に応じた保育室環境と暖炉のある農園ランチルーム

94 セイコーウオッチ株式会社

東京都

子ども用ソーラーウオッチ

95 西武鉄道株式会社 ／ 株式会社日立製作所 ／ 株式会社妹島和世建築設計事務所

埼玉県

西武鉄道株式会社 新型特急車両「Laview」

96 積水ハウス株式会社

大阪府

イクメン休業

97 積水ハウス株式会社

大阪府

絹谷幸二天空美術館「フレスコ体験」

大阪府

抗疲労効果のある勉強環境の研究

98

／ 株式会社K&Q建築設計事務所

積水ハウス株式会社 ／ 大阪市立大学大学院医学研究科 ／ 国立研究開発法人理化学研
究所

School Time

99 積水ハウス株式会社 ／ コンビ株式会社

大阪府

ベビーOS（3歳未満の乳幼児に特有の思考や行動）研究

100 積水ハウス株式会社 ／ 株式会社LIXIL

大阪府

木調横ルーバー手摺

101 株式会社セリオ

大阪府

「チャレプリ」プログラム ～学童で『生きる力』を育む～

102 一般社団法人全国子育てタクシー協会

神奈川県 子育てタクシー

103 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

圧力IH炊飯ジャー JPK型

104 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

転倒止水機能付き

蒸気レス電気ケトル PCK型

105 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

転倒止水機能付き

電気ケトル PCL型

106 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

無添加グルテンフリー米粉食パンが焼けるホームベーカリー

107 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

良い音設計搭載ミキサー

108 大成建設株式会社 ／ 株式会社ベネッセスタイルケア ／ 株式会社ソロルファクトリー

東京都

内神田保育園・学童クラブ

109 株式会社タカタレムノス ／ Design life with kids! interior workshop

土橋 陽子

アーバンライフシリーズ

富山県

funpunclock

110 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン

千葉県

誤飲を防ぐこまもり袋

111 社会福祉法人田口宝保育園 ／ 株式会社ジャクエツ ／ 株式会社アトリエ９建築研究所

東京都

社会福祉法人 田口宝保育園

112 株式会社竹中工務店

東京都

江東区立有明西学園

113 Team Qolo-Child

茨城県

Qolo-Child

114 株式会社ちゃいなび

ふんぷんくろっく

神奈川県 体動センサ (スヌーザ・ヒーロー)

115 株式会社中央住宅

埼玉県

車の出し入れ

116 筑波大学

茨城県

Affective Impressions Scale の 開発

117 株式会社T&Gインターナショナル

大阪府

STEP ONE

118 株式会社ティーレックス

大阪府

NANA'S MANNERS

119 株式会社デジタル・ガーデン

東京都

iSandBOX - ARで進化した学べる砂場

120 株式会社手塚建築研究所 ／ ひかり株式会社むく保育園

東京都

むく保育園

121 Terada3DWorks

徳島県

フライングディスク運動型STEAM教育プログラム

122 株式会社寺田電機製作所

東京都

壁用プッシュコンセントUCWシリーズ

123 一般社団法人ドゥーラ協会

東京都

産前産後の女性に寄り添い、母親と暮らしを支える"ドゥーラ”育成

124 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY

東京都

TOKYO GLOBAL GATEWAY

125 株式会社時設計 ／ 社会福祉法人佐伯民生福祉会

大分県

みなみ保育園

126 トッパン・フォームズ株式会社 ／ ライフスタイルアクセント株式会社 ／ ELNIDO

東京都

日本一長いポスター「＃100くまモン」プロジェクト

127 株式会社戸室太一建築設計室 ／ 学校法人河野学園 ／ 北田修治設計事務所

大分県

学校法人河野学園 認定こども園緑ヶ丘第二幼稚園

128 株式会社戸室太一建築設計室 ／ 双葉教育株式会社

東京都

ふたばクラブ港南保育園

129 トヨセット株式会社

愛知県

おもちゃ箱

130 Trade Garage株式会社

奈良県

ベビーラップ

東京都

いいづなフューチャースクール

愛知県

子連れコワーキングスペース

東京都

ナブコ自動ドア『NATRUS＋ｅ（ナトラス

131

長野県飯綱町役場 ／ 株式会社Curio School ／ 株式会社東京証券取引所 ／ 凸版印刷株
式会社

132 国立大学法人名古屋大学

太幡研究室

133 ナブテスコ株式会社
134 株式会社no.555一級建築士事務所

まもるんスペース

ナイフ＆フォークセット

SQUARE

神奈川県 こばと夢ナーサリー + こばと幼稚園附属棟
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第13回キッズデザイン賞 受賞作品一覧（株式会社などを除いた50音順）
No.

応募団体名

所在地

135 株式会社no.555一級建築士事務所

応募作品名

神奈川県 BaBy Pearl Nursery
プリーツスクリーンおよびハニカムスクリーン「ツインスタイル・スマートコー

136 株式会社ニチベイ

東京都

137 株式会社日興タカラコーポレーション

東京都

やじるし

138 日進市

愛知県

日進市での保育園外壁改修工事における園児参加事業の実践および分析

139 日本放送協会（ＮＨＫ）

東京都

NHK キッズ

東京都

ＪＡＰＡＮＧＬＥ

141 日本エイテックス株式会社

東京都

カドリー

142 日本エイテックス株式会社

東京都

キャリフリー

コンパクト

143 日本エイテックス株式会社

東京都

キャリフリー

サイドキャリーポケット

144 日本エイテックス株式会社

東京都

サンクマニエル

145 日本エイテックス株式会社

東京都

非常用チェアベルト（コンパクトタイプ）

146 日本エイテックス株式会社

東京都

避難用コンパクトキャリー

147 日本エイテックス株式会社

東京都

避難用新生児キャリー

148 日本エイテックス株式会社

東京都

避難用フード付きポンチョ

149 日本エイテックス株式会社

東京都

避難用ベビーポンチョ

150 日本エイテックス株式会社

東京都

防災バッグキャリー

滋賀県

TCC Therapy Park

東京都

レーザーセンサプロテクトシステム

大阪府

足が速くなるダンス

東京都

大工さんとつくる家

東京都

断熱・壁埋込型宅配ボックス

東京都

ボロンdeガード

宮城県

子どもたちが描く

158 株式会社newlogic

東京都

SHELLISTA 貝殻から生まれた除菌消臭剤シリーズ

159 ノーマンジャパン株式会社

東京都

NORMANⓇ ウッドシャッター電動タイプ

160 ノーマンジャパン株式会社

東京都

NORMANⓇ スマートドレープシェード

161 株式会社野口直樹建築設計事務所

福岡県

自然と共存する園

162 株式会社野口直樹建築設計事務所

佐賀県

商店街の中の小さな保育園

163 パナソニック株式会社

大阪府

テレビスタンドの転倒防止機構

164 パナソニック株式会社

滋賀県

子供に安全なドラム式洗濯乾燥機

165 パナソニック サイクルテック株式会社 ／ コンビ株式会社

大阪府

ギュット・クルーム・EX

166 パナソニック ホームズ株式会社 ／ 株式会社学研ホールディングス

大阪府

まなび、あそび、そだつ家「こどもっと」

東京都

シンクシンク（Think!Think!）

140

151

日本放送協会（ＮＨＫ） ／ 株式会社TSDO ／ ドローイングアンドマニュアル株式会社
／ スリー・ディー株式会社 ／ 株式会社ブルードキュメンタリー

株式会社日本サラブレッドコミュニティクラブ ／ 株式会社三東工業社 ／ 公立大学法
人滋賀県立大学金子尚志研究室 ／ 明星大学小笠原岳研究室

152 日本自動ドア株式会社株式会社
153
154
155

公益社団法人日本ストリートダンススタジオ協会 ／ 学校法人名古屋学院大学 リハビリ
テーション学部 ／ ユニバーサルミュージック合同会社
株式会社日本ハウスホールディングス ／ 金子尚志

滋賀県立大学 ／ ESTEC and

Partners
株式会社日本ハウスホールディングス ／ 金子尚志

滋賀県立大学 ／ ESTEC and

Partners

156 日本ボレイト株式会社
157 公益財団法人日本ユニセフ協会 ／ 国立大学法人

山形大学 ／ 株式会社竹中工務店

167 株式会社花まるラボ

ド式」

ショルダー＆コーナーカバー（スリムタイプ）

キューブ

みんなの公園

ワークショップ

BE-ELFE03

168 株式会社バハティ一級建築士事務所 ／ ヒューマンスターチャイルド株式会社

神奈川県 スターチャイルド《洋光台ナーサリー》

169 株式会社バハティ一級建築士事務所 ／ 社会福祉法人檸檬会

神奈川県 レイモンド元住吉保育園

170 社会福祉法人浜岳福祉会 ／ 株式会社ジャクエツ

神奈川県 金目保育園

171 Hamee株式会社

神奈川県 Hamic BEAR

172 バルミューダ株式会社

東京都

BALMUDA The Light

173 株式会社パロマ ／ 大阪ガス株式会社

愛知県

ガスビルトインコンロ 「アバンセ」

174 ＢＸテンパル株式会社

東京都

ロールオーニング

175 合同会社ピークスタジオ一級建築士事務所 ／ こどもとそだち合同会社

エルバーネ・シリーズ

神奈川県 森と自然の保育園SORA

176 ピジョン株式会社

東京都

肌研究スキンケア

filbaby

177 ピジョン株式会社

東京都

肌研究スキンケア

filbaby

全身泡ソープ

178 ピジョン株式会社

東京都

肌研究スキンケア

filbaby

ミルクローション

179 ピジョン株式会社

東京都

母乳実感

180 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

東京都

ＩＨクッキングヒーターＭシリーズ

181

株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 医療法人社団飯野病院 ／ 合同会社こどもみらい探
求社 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO

182 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO ／ 学校法人慶応学園
183

株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO ／ 社会福祉法人ひば
り保育会

184 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人高峰福祉会
185

株式会社日比野設計＋幼児の城＋福祉施設研究所 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO ／
社会福祉法人南高愛隣会

186 福島県南相馬市
187 富士通株式会社 ／ 富士通デザイン株式会社

クリーム

Coating

神奈川県 飯野おやこ保育園＋調布のまち
愛媛県

慶応幼稚園

鳥取県

夜見保育園

東京都

MZ Nursery

長崎県

LOCAL STATION FLAT

福島県

ドローン・プログラムを活用した人材育成プロジェクト

神奈川県 Ontenna

188 富士通株式会社 ／ 富士通デザイン株式会社

東京都

妊婦健診 結果参照サービス

189 株式会社扶桑

東京都

アイロンがいらない布用シール

190 学校法人双葉学園 ／ 株式会社アトリエ9建築研究所 ／ 株式会社ジャクエツ

東京都

幼稚園型認定こども園 須坂双葉幼稚園

191 ブリヂストンサイクル株式会社

埼玉県

ハイディキッズ

192 株式会社プリムラ ／ 株式会社時設計 ／ 丸和工業株式会社

埼玉県

さくらそう保育園 元郷

193 株式会社フレーベル館

東京都

ノコモシリーズ

194 株式会社フレーベル館

東京都

フレーベル西が丘みらい園

195 公益財団法人ベネッセこども基金 ／ 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

東京都

親子でチャレンジ国際理解！ちびっこおえかきコンテスト

196 保育ICT株式会社

東京都

Hoisys

197 特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール ／ カゴメ株式会社

東京都

おいしい！野菜チャレンジ

198 株式会社ホームライフ

京都府

家が建つたびのびる線路
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第13回キッズデザイン賞 受賞作品一覧（株式会社などを除いた50音順）
No.

応募団体名

所在地

応募作品名

199 株式会社ホームライフ

京都府

Do!間

200 株式会社BUTTON ／ 大阪ガス株式会社

大阪府

Kytell

201 学校法人北海道大学 CoSTEP

北海道

アニマルめがねラボ ～VRで生き物の視覚を考えよう～

202 株式会社HokkaidoProducts

北海道

Baby Potage

203 popIn株式会社

東京都

ポッピィー

204 マツダ株式会社

広島県

子どもを死角から守る前方視認性

205 株式会社松山建築設計室

福岡県

お倉が浜kidsクリニック

206 府中市市民団体ママチャーリーズ

東京都

みんなでつくる府中子育てマップ プロジェクト

207 三起商行株式会社

大阪府

ミキハウス ３Ｄ足型計測器

208 三起商行株式会社

大阪府

ミキハウス

209 三起商行株式会社

大阪府

ミキハウス×ミズノ

210 ミサワホーム株式会社

東京都

IoTライフサービス「LinkGates（リンクゲイツ）」

211 ミサワホーム株式会社

東京都

SMART STYLE H 新･スキップ蔵

東京都

子どもの活発な活動を促す空間に関する研究・調査

213 株式会社水上 オモイオ事業部

大阪府

固定式ベビーチェアまっててねH1

214 株式会社水上 オモイオ事業部

大阪府

据置型おむつ交換台オムツっ子四方囲み

215 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

東京都

JUNIORSAFE4号 未来のためにできること～ぼくたち、わたしたちのSDGs

216 三菱電機株式会社 ／ 三菱電機ホーム機器株式会社

東京都

大容量ハイパワータイプ [衣類乾燥]除湿機

217 三菱電機株式会社 ／ 三菱電機ホーム機器株式会社

東京都

三菱コードレススティッククリーナー

218 三菱電機株式会社 ／ 三菱電機ホーム機器株式会社

東京都

三菱ビルトイン食器洗い乾燥機

219 株式会社宮武製作所

大阪府

Keepy

220 株式会社ミヤワキ建設

富山県

地域の人達と子育て世代をつなぐ寺子屋型住宅展示場

221 社会福祉法人妙林苑 ／ 有限会社設計機構ワークス

福岡県

妙林苑プロジェクト

222 株式会社ムーンスター

福岡県

夜洗って朝履ける！「速乾シューズ」

福島県

九品寺こども園

224 森ビル株式会社

東京都

ARK HILLS KIDS COMMUNITY GREEN WORKSHOP

225 森ビル株式会社

東京都

ヒルズマルシェでの『おつかい大作戦』by ミナヨク

226 株式会社森本建築事務所

三重県

名張よさみ幼稚園認定こども園

227 株式会社山田伸彦建築設計事務所 ／ 有限会社 東 環境・建築研究所

東京都

encollege ENCAFE むすび堂

212

223

228

株式会社ミサワホーム総合研究所 ／ ミサワホーム株式会社 ／ 早稲田大学 ／ 株式会社
コビーアンドアソシエイツ

学校法人明照学園 ／ 株式会社アトリエ9建築研究所 ／ 株式会社ジャクエツ ／ 有限会
社イガラシデザインスタジオ ／ 株式会社粟辻デザイン

ヤマダバシプロジェクト／九州大学 羽野暁 ／ 姶良市山田校区コミュニティ協議会 ／
姶良市立山田小学校

プレシューズ
コラボレーションシューズ

iNSTICK ZUBAQ

EW-45LD1MU

鹿児島県 やまだばし思い出テラス

229 ヤマト住建株式会社

兵庫県

半平屋の家『－ＷＩＴＨ－ウィズ』

230 ヤマハ発動機株式会社

静岡県

親子エンジン分解組立教室

231 夢見る株式会社

大阪府

ロボットプログラミング教室ロボ団

232 ライトウェイプロダクツジャパン株式会社

東京都

バーレー自転車用ベビーカー

233 ラッキー工業株式会社

岐阜県

angelette ベビーキャリア All

234 株式会社LIXIL

東京都

IoT ホームLink LifeAssist

235 株式会社LIXIL

東京都

ヴィータス パネル

236 株式会社LIXIL

東京都

クルージュＫ

237 株式会社LIXIL

東京都

システムバスルーム アライズ Mタイプ

238 株式会社LIXIL

東京都

室内可動網戸

239 株式会社LIXIL

東京都

住宅用窓シャッター「スマート電動／電動」

240 株式会社LIXIL

東京都

スマートロックシステム

241 株式会社LIXIL

東京都

TOSTEM LW

242 株式会社LIXIL

東京都

取替雨戸パネル

243 株式会社LIXIL

東京都

PRESEA-S

244 株式会社LIXIL

東京都

Lasissa デコマド 突出し窓

245 株式会社LIXIL

東京都

レジリエンストイレ

246 株式会社LIXIL住宅研究所

東京都

玄関インテリア収納 『まいにっち』

247 株式会社LIXIL住宅研究所

東京都

五世代

248 株式会社LIXIL住宅研究所

東京都

Simple Life.

249 株式会社LIXIL住宅研究所

東京都

チャイルドロック〔クレセント〕

250 株式会社LIXIL住宅研究所 ／ 株式会社イクタ ／ 株式会社ケミカルクリエイト

東京都

清潔すこやかフロア

251 RISU Japan株式会社

東京都

RISU算数

252 株式会社レイメイ藤井

東京都

ギュっと1秒！スグナル防犯ブザー

253 株式会社レイメイ藤井

東京都

ペンパス シャープタイプ

254 株式会社レイメイ藤井

東京都

ペンパス 芯タイプ

255 ロイヤルハウス株式会社

愛知県

子供参加型家づくり

256 ロイヤルハウス株式会社

愛知県

ロイヤルプラスS構法

257 Logista株式会社

福岡県

【夫婦会議ツール】夫婦で産後をデザインする「世帯経営ノート」

258 YKK AP株式会社

東京都

ＥＸＩＭＡ３１ 園舎施設向けパネルスクリーン

259 YKK AP株式会社

東京都

断熱玄関ドア

260 YKK AP株式会社

東京都

戸締り安心システム「ミモット」

埼玉県

わらわら遊部～ASOBU～

261 株式会社わらわら
262 株式会社ワンスレッド
263

Life Block

「ヴェナートＤ３０」

神奈川県 パパ専用簡易抱っこ紐 papa-dakko（パパダッコ）

んまつーポス ／ きらきらアート保育園 ／ 特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE
CENTER ／ 宮崎大学産学・地域連携センター

FamiLock

宮崎県
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昼は保育園、夜と週末は劇場！透明体育館きらきら／国際こども・せいねん劇場
みやざき

